
対象日程 対応 カタログ 温度帯 注文NO ブランド名 商品名・規格

全日程

配達中止
５月２回
「０円」請
求

ドライ 114 カルビー 配達中止：堅あげポテト枝豆塩バター味６０ｇ

火 冷蔵 159
長崎県
ＪＡ島原雲仙

うり坊すいか１玉（1.6㎏前後）

水・木 冷凍 325 イートアンド 大阪王将　炒め焼きそば190ｇ×2

木 冷凍 342 イートアンド 大阪王将　天津飯の具200ｇ×2

木・金 ドライ 762 エスビー食品 レストランディナービーフカレー（中辛）２００ｇ×４

対象日程 対応 注文NO

027751

027752

027762

027761

月～水 021119 カラフルパプリカ　ミニピー

木・金 021543 そのままｄｅトマト　　　　　　　　　　

月・火 022203 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　グレープフルーツの香り　385ｍＬ

火 022200 キュキュット　つめかえ用オレンジの香り３８５ｍＬ

火 022201 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用緑茶の香り３８５ｍＬ

欠品
５月３回
返金

エコー

カタログ

にこにこ
ほっぺ

【家庭用品】欠品・配達中止となる商品

【食品】欠品・配達中止となる商品

欠品
５月３回
返金

ＷＥＢ
いつでも注文

５月２回（５月１１日～５月１５日)お届け　欠品・抽選・数量限定　商品一覧

※2020年　5月12日更新

※抽選・数量限定商品は２ページ以降に掲載しています　

商品名・規格

配達中止：トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ　６６枚×２パック

配達中止：トイレに流せるおしりふき　厚手タイプ　６６枚×８パック

配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　つめかえ用　１０００ｍＬ

配達中止：ぷくぷく薬用泡ハンドソープ　２８０ｍＬ

全日程

配達中止
５月２回
「０円」請
求

くらしのパートナー



カタログ 区分 注文NO ブランド名 商品名・規格

ドライ 2 ＣＯＯＰ ひじきドライパック（パウチ）５０ｇ

ドライ 3 ハッピーフーズ 鮭フレーク５０ｇ×２

冷蔵 4 新潟県 雪国まいたけ極（食べ切り）８０ｇ前後

冷蔵 8 ＣＯＯＰ ベビーチーズ２４０ｇ（１６個）

ドライ 10 ＣＯＯＰ おいしい五目おこわ１６０ｇ（１食）

ドライ 12 ＣＯＯＰ 三陸産カットわかめ徳用３５ｇ

冷凍 13 ダイマツ 氷温甘塩さば切身２６０ｇ（４切）

冷凍 20 アクシーズ とり天（ゆず胡椒）２５０ｇ

ドライ 27 やまう ビビンバ丼２人前

冷凍 28 日本水産 たこ焼き　ねぎ醤油味３６０ｇ（１８個）

ドライ 29 ＣＯＯＰ 麻婆なすの素　国産ひき肉入り１８０ｇ（３～４人前）×３

ドライ 30 ＣＯＯＰ 大豆ドライパック（パウチ）６０ｇ×５

ドライ 34 アサヒグループ食品 アマノフーズ　お楽しみおみそ汁セット５種×２食

ドライ 41 ＣＯＯＰ エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

冷凍 42 国産・シガフードプ
ロダクツ

あらびき国産合挽きミンチ（国産牛６：国産豚４）４００ｇ

冷蔵 51 宮崎県・熊本県 毎日きゅうり３本

冷蔵 52 ＣＯＯＰ 毎日新鮮ロースハム４０ｇ×４

別積② 60 ＣＯＯＰ ただの炭酸水（天然水使用）　５００ｍｌ×２４

冷凍 79 鹿児島県・マルイ農
協

元気鶏若鶏モモ肉（バラ凍結）４００ｇ（２枚）

ドライ 80 スドージャム １００％フルーツ　ストロベリー１８５ｇ

ドライ 82 ＣＯＯＰ そうめんつゆストレート５００ｍｌ×２

ドライ 83 ＣＯＯＰ 小盛りご飯（富山県産こしひかり使用）（１２０ｇ×２）×８

ドライ 85 ＣＯＯＰ 日本のきざみにんにく青森県産７０ｇ

ドライ 87 ＣＯＯＰ フィッシュ＆ナッツ１０ｇ×８

冷凍 92 ＣＯＯＰ 豚肩ロース包み焼き２５０ｇ（１０個）

冷凍 94 太海商事 むきえび（増量タイプ）１７０ｇ＋４０ｇ

冷凍 99 貞光食糧工業 国産若鶏からあげ（和風しょうゆ味）３００ｇ

冷凍 100 ジェイエイめむろ
フーズ

北海道のそのまま枝豆２５０ｇ

冷凍 101 おおさき町鰻加工
組合

鹿児島県産きざみうなぎ蒲焼５０ｇ×２

別積② 104 COOP 立山連峰の水２ｌ×６

冷凍 105 不二つくばフーズ ふんわりした枝豆湯葉ひろうす１９２ｇ（６個）

ドライ 109 ＣＯＯＰ お好み種１３０ｇ（６袋）

別積② 110 ＣＯＯＰ 四季が育てた水（岐阜養老）５００ｍｌ×２４

ドライ 111 ＣＯＯＰ 野菜の美味しいスープ１０食

別積② 113 ＣＯＯＰ 麺きわざるそば（つゆ付）１０食

冷凍 127 フタバフーズ 薩摩やきとりもも串　１３５ｇ（５本）

冷凍 131 阪神低温 カラスカレイみりん干し１８０ｇ（３切）

冷凍 132 マルハニチロ 鮪のタタキ身丼用（たれ付）４０ｇ×４＋たれ１０ｍｌ×４

ドライ 136 味の素 瀬戸のほんじお１ｋｇ

ドライ 141 ＣＯＯＰ アルゼンチン＆オーストラリア産純粋はちみつ４００ｇ

冷蔵 157 熊本県 熊本のしらぬい６００ｇ前後（Ｍ～４Ｌ混）

冷蔵 161 熊本県 熊本のしらぬい１ｋｇ前後（Ｍ～４Ｌ混）

パン袋 166 フィリピン コープの高原バナナ６００ｇ前後

パン袋 170 フィリピン 極撰バナナ７００ｇ前後

冷蔵 186 滋賀県・群馬県・静
岡県

産直レタス１玉

冷蔵 198 佐賀県・熊本県 国産太～いグリーンアスパラ１４０ｇ前後（Ｌ以上）

冷蔵 205 茨城県 キャベツ（グリーンミネラル）１玉

抽選
お一人様１点まで

に変更

対応

　　　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。
【食品】全日程・抽選のうえお一人様数量限定でお届けする商品

エコー



カタログ 区分 注文NO ブランド名 商品名・規格

冷蔵 213 茨城県・長野県・和
歌山県

白菜１／４玉（カット）

冷蔵 244 長野県 ぶなしめじ（一株）１５０ｇ前後

冷蔵 245 長野県 えのき茸２００ｇ前後

冷凍 269 ハインツ日本 スーパークリスピー　極細ポテト３６０ｇ

冷凍 273 キンレイ 長崎風ちゃんぽん６３４ｇ（２食）

冷凍 290 サンマルコ食品 レンジでかにクリームコロッケ２８０ｇ（８個）

冷凍 294 サンマルコ食品 北海道サクッと牛肉コロッケ３３０ｇ（６個）

冷凍 303 國洋 レンジで！いかの唐揚げ１８０ｇ

冷凍 322 味の素冷凍食品 プリッとしたえびシューマイ２５２ｇ（１８個）

冷凍 328 高松日清食品 讃岐カレーうどん６００ｇ（２食）

冷凍 334 高松日清食品 讃岐えび天鍋焼うどん５６２ｇ（２食）

冷凍 340 キンレイ 汁なし肉うどん（たまり醤油たれ）５４６ｇ（２食）

冷凍 341 ＪＡフーズさが チキンライス２３０ｇ

冷凍 362 不二つくばフーズ やわらかぎんなんがんも２２４ｇ（８個）

冷凍 364 富士物産 おくらとなめこの長芋和え４５ｇ×４

冷凍 365 不二つくばフーズ
いろどり野菜と国産しらす入り　ふんわり豆腐バーグ
２８０ｇ（４枚）

冷凍 366 ＣＯＯＰ お肉とキャベツのうずまきロールキャベツ２７０ｇ（６個）

冷蔵 379 ＣＯＯＰ ふっくらハンバーグ　和風おろしソース１００ｇ

冷凍 386 ＣＯＯＰ 炭火やきとりもも串（しょうゆだれ）２１６ｇ（８本）

冷凍 389 ＣＯＯＰ 九州産若鶏のレバーうま煮１２５ｇ×２

冷蔵 390 ＣＯＯＰ 国産鶏肉で作ったから揚げ２８０ｇ

冷蔵 391 ＣＯＯＰ ロースハム使い切りパック（無塩せき）３６ｇ×３

冷蔵 397 ＣＯＯＰ 毎日新鮮ハーフベーコン４０ｇ×４

冷凍 402 米久ケンコーハム 切り落としローストビーフ６５ｇ

冷凍 406 宮崎くみあいチキン
フーズ

宮崎県産若どりもも肉切りみ（バラ凍結）４００ｇ

冷凍 408 鹿児島県・マルイ農
協

元気鶏若鶏筋切りササミ（バラ凍結）２００ｇ×２

冷凍 415 鹿児島県・マルイ農
協

元気鶏若鶏ミンチ（バラ凍結）７００ｇ

冷蔵 420 ＣＯＯＰ ＣＯ餃子の皮２５枚

冷凍 422 シガフードプロダク
ツ

十勝夢牛すき焼用（切落し）１８０ｇ

冷凍 465 長崎タカラ食品 九州産するめいかつぼ抜き２００ｇ（３～５尾）

冷凍 472 渡會 骨取り赤魚の煮付け（しょうゆ）２１６ｇ（固形量１５０ｇ）（３袋）

冷凍 493 山福水産 一本釣りかつおの刺身（赤身・２ブロック）２００ｇ

冷凍 499 余市郡漁業協同組
合

いくら醤油漬け（小粒タイプ）４０ｇ

冷蔵 552 堺共同漬物 和さらだ　胡瓜３００ｇ

冷蔵 556 ＣＯＯＰ うま辛はくさいキムチ２００ｇ

冷蔵 560 コーライ食品 だいこんきゅうりキムチ３００ｇ

冷蔵 593 ＣＯＯＰ ちくわ１２０ｇ（４本）

ドライ 672 ＣＯＯＰ 食塩不使用アーモンド２０袋（３２０ｇ）

ドライ 674 ＣＯＯＰ おいしい８種のミックスナッツ（缶）２７０ｇ

冷蔵 721 ＣＯＯＰ とろけるスライスチーズ１２６ｇ（７枚）×２

冷蔵 722 ＣＯＯＰ スライスチーズ１２６ｇ（７枚）×２

ドライ 725 ＣＯＯＰ １００％メイプルシロップ２５０ｇ

ドライ 727 ＣＯＯＰ 大きな果肉のチェリージャム３６０ｇ

ドライ 728 アヲハタ シュガーバタートーストスプレッド１００ｇ

ドライ 729 カルビー フルグラ８００ｇ

ドライ 733 マルタイ 博多高菜ラーメン６２ｇ（１食）

ドライ 734 エースコック ノンフライ　わかめそうめん５２ｇ（１食）

ドライ 735 エースコック 飲み干す一杯　京都　背脂醤油ラーメン６８ｇ（１食）

抽選
お一人様１点まで

に変更
エコー

対応



カタログ 区分 注文NO ブランド名 商品名・規格

ドライ 736 ＣＯＯＰ ＣＯＯＰ＆マルちゃんきつねうどん９５ｇ（１食）

ドライ 737 東洋水産 マルちゃん正麺カップ　芳醇こく醤油１１９ｇ（１食）

ドライ 739 ＣＯＯＰ ６種野菜のカレーうどん６６ｇ（１食）

ドライ 741 東洋水産 マルちゃん正麺　醤油味５食

ドライ 748 ＣＯＯＰ たまごスープ１０食

ドライ 749 江崎グリコ クレアおばさんのハッシュドビーフ８皿分（４皿分×２）

ドライ 750 ＣＯＯＰ スパゲッティ（チャックシール付き）１．５ｍｍ１ｋｇ

ドライ 751 ＣＯＯＰ 沖縄県産もずくスープ５食

ドライ 752 味の素 カップスープ　つぶたっぷりコーンクリーム８食

ドライ 754 エスビー食品 予約でいっぱいの店のカルボナーラ１４０ｇ（１人前）

ドライ 755 エスビー食品 ゴールデンカレー（甘口）１９８ｇ（５～６皿分×２）

ドライ 756 エスビー食品 ゴールデンカレー（中辛）１９８ｇ（５～６皿分×２）

ドライ 757 エスビー食品 予約でいっぱいの店のボロネーゼ１４５．５ｇ（１人前）

ドライ 758 ＣＯＯＰ ビーフカレー甘口（５食パック）２００ｇ×５

ドライ 759 ＣＯＯＰ ビーフカレー中辛（５食パック）２００ｇ×５

ドライ 760 ＣＯＯＰ ビーフカレー辛口（５食パック）２００ｇ×５

ドライ 761 カゴメ 国産野菜で作ったミートソース２９５ｇ（２～３人前）

ドライ 762 エスビー食品 レストランディナービーフカレー（中辛）２００ｇ×４

ドライ 763 中村屋 熟成欧風ビーフカリーローストオニオンの香りとコク１８０ｇ（１人前）

ドライ 766 アサヒグループ食品 アマノフーズ　減塩いつものおみそ汁　増量５種（１０袋＋１袋）

ドライ 767 アサヒグループ食品 アマノフーズ　うちのおみそ汁　なす５食×３

ドライ 768 神尾食品工業 カリッと梅ひじき７０ｇ

ドライ 769 フジッコ 業務用きざみふじっ子塩こんぶ１３０ｇ

ドライ 771 マルコメ 京懐石おみそ汁詰め合わせ１０食

ドライ 772 ＣＯＯＰ 即席みそ汁　お味噌いろいろ具材よりどり３０食

ドライ 777 みたけ食品工業 発酵ぬかどこ１ｋｇ

ドライ 778 ＣＯＯＰ そばつゆストレート３００ｍｌ×３

ドライ 783 ＣＯＯＰ ＣＯＯＰ＆サトウ　山形県産つや姫ごはん１５０ｇ

別積② 784 ＣＯＯＰ おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×２４

ドライ 785 ヤマモリ 地鶏釜めしの素２３３ｇ（３合用）

ドライ 791 ＣＯＯＰ 簡単鶏五目まぜご飯の素２合用（２～３人前）

ドライ 792 ＣＯＯＰ おいしい赤飯１６０ｇ×３

ドライ 793 ＣＯＯＰ おいしいご飯　大盛り（山形県産はえぬき使用）２５０ｇ×３

ドライ 795 佐藤食品工業 サトウのごはん　新潟県産コシヒカリ２００ｇ×５

ドライ 796 ＣＯＯＰ ＣＯＯＰ＆サトウ　魚沼産こしひかりごはん１８０ｇ×６

ドライ 803 加藤産業 有明海産味のり卓上１０切８０枚（板のり８枚分）

ドライ 820 ＣＯＯＰ オリーブオイル４００ｇ

ドライ 821 ＣＯＯＰ 純正ごま油３００ｇ

ドライ 822 味の素 コンソメ　固形１５９ｇ（３０個入）

ドライ 827 ＣＯＯＰ 強力小麦粉（チャックシール付き）１ｋｇ

ドライ 846 味の素 ふんわりかに玉の素１０３．９ｇ（２～３人前）×２

対応

抽選
お一人様１点まで

に変更
エコー



カタログ 区分 注文NO ブランド名 商品名・規格

ドライ 852 ＣＯＯＰ フルーツみつ豆２０５ｇ×３

ドライ 853 日清フーズ ホットケーキミックス　極もち　国内麦小麦粉使用５４０ｇ（１８０ｇ×３）

ドライ 855 マルハニチロ さば水煮１９０ｇ×３

ドライ 856 ＣＯＯＰ おやコーン　スイートコーン＆ヤングコーン（パウチ）５５ｇ

ドライ 864 ハッピーフーズ カルシウムたっぷり鮭フレーク５５ｇ×２

ドライ 867 ＣＯＯＰ とりそぼろ６０ｇ×２

ドライ 868 ＣＯＯＰ えびえび玄米せんべい２枚×１２

ドライ 878 明星食品 ローカーボＮＯＯＤＬＥＳ　野菜タンメン５７ｇ（１食）

ドライ 879 ヤマモリ ＣｏＣｏ壱番屋監修カレーうどんの素２５０ｇ（１人前）

ドライ 884 ＣＯＯＰ アラビアータ１４０ｇ（１人前）

ドライ 903 ＣＯＯＰ 柿の種チョコレート９０ｇ（１０ｇ×９）

別積② 922 カルビー ポテトチップスうすしお味２８ｇ×１２

ドライ 925 ＣＯＯＰ ミニキャラメルコーン（Ｃａ入り）１５ｇ×１０

ドライ 931 三河屋製菓 七色海鮮揃え（１０％増量）１６０ｇ（１４５ｇ＋１５ｇ）

ドライ 947 ＣＯＯＰ 国産うす皮付落花生７０ｇ

ドライ 951 ＣＯＯＰ ぷちカリカリ大学いも（スイートポテト風）１５０ｇ

ドライ 960 ＣＯＯＰ 大山乳業の特選牛乳を使ったベルギーワッフル６個

ドライ 961 ＣＯＯＰ 朝の応援食　ココア焼きドーナツ（Ｃａ配合）１０個

ドライ 969 ＣＯＯＰ ただの炭酸水（天然水使用）５００ｍｌ×６

ドライ 1001 ＣＯＯＰ コクと香りのマイルドブレンドコーヒー（粉）８００ｇ

ドライ 1008 ＣＯＯＰ 三角ティーバッグ紅茶５０袋

ドライ 1017 ＣＯＯＰ 一番摘み　知覧茶１００ｇ×２

冷凍 1058 鹿児島県・マルイ農
協

元気鶏若鶏モモ肉切身（バラ凍結）８００ｇ

ドライ 1059 ＣＯＯＰ ひとくちこうや豆腐８６ｇ（粉末だし３０ｇ含む）

ドライ 1066 味の素 ほんだし８ｇ×２０（１６０ｇ）

ドライ 1067 ＣＯＯＰ マヨネーズ（卵黄タイプ）５００ｇ

冷蔵 1069 ＣＯＯＰ ＣＯミックスチーズ１８０ｇ

ドライ 5210 伊藤久右衛門 宇治茶伊藤久右衛門　抹茶そば２００ｇ（２人前）

冷凍 5241 海老の宮川 活〆有頭車海老９０ｇ（５尾）

冷凍 5966 ファーストフーズ名
古屋

お子さまプレート　カレーセット１人前

冷凍 5969 ニップン冷食 お子さまプレート　ハンバーグセット１人前

雑貨① 92016 東洋水産 うまいつゆ　塩分オフ　天ぷらそば７２ｇ（１食）

雑貨① 92019 ＣＯＯＰ 減塩即席みそ汁　合わせみそ１２食

ドライ 291897 ＣＯＯＰ いつでも注文ぴよっちサブレ８枚

ドライ 292087 ＣＯＯＰ いつでも注文おいしいご飯（山形県産はえぬき使用）２００ｇ×１０

ドライ 292095 ＣＯＯＰ いつでも注文ミートソース２２０ｇ（２人前）×３

にこにこ
ほっぺ
保存版

よりすぐり

抽選
お一人様１点まで

に変更

エコー

いつでも
注文

よりすぐり

対応



カタログ 区分 注文NO ブランド名 商品名・規格

ドライ 292109 ＣＯＯＰ いつでも注文スパゲッティ（チャックシール付き）１ｋｇ

ドライ 292222 ＣＯＯＰ いつでも注文アソートファミリーチョコレート１５６ｇ（個包装込み）

ドライ 292231 ＣＯＯＰ いつでも注文チョコ坊たち（小麦全粒粉入り）１０本

ドライ 292311 ＣＯＯＰ いつでも注文強力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

ドライ 293024 ＣＯＯＰ いつでも注文ビーフカレー甘口（５食パック）２００ｇ×５

ドライ 293032 ＣＯＯＰ いつでも注文ビーフカレー中辛（５食パック）２００ｇ×５

ドライ 293041 ＣＯＯＰ いつでも注文ビーフカレー辛口（５食パック）２００ｇ×５

ドライ 293113 ＣＯＯＰ いつでも注文ホットケーキミックス６００ｇ（２００ｇ×３）

ドライ 293288 ＣＯＯＰ いつでも注文純正ごま油１５０ｇ

ドライ 293296 ＣＯＯＰ いつでも注文エクストラバージンオリーブオイル４００ｇ

ドライ 293300 ＣＯＯＰ いつでも注文料理酒（加塩）１ｌ

ドライ 293385 ＣＯＯＰ いつでも注文薄力小麦粉（チャックシール付）１ｋｇ

エコー 冷凍 9 食研 衣サクサクやわらかとんかつ８０ｇ（１枚）

エコー 冷凍 436 Ｔ．Ａ．Ｇ．フードファ
クトリーズ

牛ハラミ焼肉用１８０ｇ

よりすぐり ドライ 5278 むか新 こがしバターケーキ６個

よりすぐり ドライ 5291 丸太町かわみち屋 そばぼうろ９０ｇ

よりすぐり ドライ 5292 丸太町かわみち屋 そば饅頭５個

よりすぐり ドライ 5295 フォルマ オリジナルチーズケーキ１個

よりすぐり ドライ 5299 辻利 辻利　宇治抹茶わらび餅４個、抹茶糖４袋

よりすぐり ドライ 5301 餅文総本店 生ういろ　よもぎ小豆１本

よりすぐり ドライ 5213 招德酒造 純米吟醸　四季の酒　夏２４０ｍｌ

よりすぐり ドライ 5282 たん熊北店 たん熊北店　炙りみたらし団子３００ｇ（５本）

よりすぐり ドライ 5293 広川 千葉県産素焼きピーナッツ１００ｇ

エコー 冷凍 375 ＣＯＯＰ ふっくらジューシー生ハンバーグ１００ｇ（１個）

冷凍 337 ニップン冷食 風味よく炒めたナポリタンスパゲッティ２８０ｇ（１食）

冷凍 338 すぐるフーズ いかとほうれん草のたらこスパゲッティ２７０ｇ（１食）

冷凍 339 あかりフーズ 厚切りベーコンの濃厚カルボナーラ２７０ｇ（１食）

ドライ 743 ＣＯＯＰ コープヌードルしょうゆ７１ｇ（１食）

ドライ 744 ＣＯＯＰ コープヌードルカレー８２ｇ（１食）

ドライ 745 エースコック ラーメンモッチッチ　ワンタン麺６９ｇ（１食）

ドライ 746 エースコック ラーメンモッチッチ　野菜タンメン６６ｇ（１食）

ドライ 764 ハインツ日本 冷たいスープ　フレンチヴィシソワーズ１６０ｇ（１人前）

ドライ 765 ハインツ日本 冷たいスープ　スイートコーンポタージュ１６０ｇ（１人前）

抽選
よりどりお得⇒
お一人様1点まで
※価格は特価に変更

しています

いつでも
注文

抽選
お一人様１点まで

に変更

抽選
まとめてお得⇒
お一人様１点まで※
価格は特価に変更し

ています

エコー

対応

エコー

抽選
お一人様３点まで

に変更

抽選
お一人様２点まで

に変更



注文NO

21153 ロリエさらピュア　スリムタイプ　３ｃｃ　緑茶消臭（無香）　４４枚

21154 ロリエさらピュア　スリムタイプ　３ｃｃ　パウダリーフラワーの香り　４４枚

21155 ロリエさらピュア　スリムタイプ　１０ｃｃ　緑茶消臭（無香）　４０枚

21156 ロリエさらピュア　スリムタイプ　１０ｃｃ　パウダリーフラワーの香り　４０枚

21159 ロリエさらピュア　スリムタイプ　２０ｃｃ　３２枚

21160 ロリエさらピュア　スリムタイプ　５０ｃｃ　１８枚

21161 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　２０ｃｃ　３２枚

21162 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　５０ｃｃ　１８枚

21163 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　８０ｃｃ　１６枚

21164 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　１２０ｃｃ　１６枚

21165 ロリエさらピュア　ふんわりタイプ　１８０ｃｃ　１４枚

21175 ライフリー　さわやかパッド　安心の中量用　４５枚

21176 ライフリー　さわやかパッド　多い時でも安心用　３６枚

21179 ライフリー　さわやかパッド　長時間・夜でも安心用　３２枚

21180 さらさら安心パッド　少中量用５５ｃｃ　２４枚入

21181 さらさら安心パッド　中量用８５ｃｃ　２０枚入

21182 さらさら安心パッド　やや多め用１３０ｃｃ　１６枚入

21183 さらさら安心パッド　多め用１８０ｃｃ　１４枚入

21184 さらさら安心パッド　特に多い時用２１０ｃｃ　１２枚入

21185 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム　軽い日用　羽なし　３２個

21186 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム　ふつうの日用　羽つき　２４個

21189 ロリエ　しあわせ素肌　超スリム　多い昼用　羽つき　２０個

21190 ロリエ　しあわせ素肌　多い昼用羽なし　２４コ入

21191 ロリエ　しあわせ素肌　多い昼用羽つき　２０コ入

21192 ロリエ　しあわせ素肌　特に多い昼用羽つき　１７コ入

21193 ロリエ　しあわせ素肌　多い夜用　羽つき　１０個

21200 ソフィはだおもい　多い夜用　羽つき　１０コ入

21201 ソフィはだおもい　特に多い夜用　羽つき　９コ入

21233 ロリエ　きれいスタイル　消臭Ｇデオドラント　６２個

21234 ロリエ　きれいスタイル　天然コットン１００％　５０個

21235 ロリエ　ふわりプレミアム　無香料　５４個

21236 ロリエ　ふわりプレミアム　摘みたてカシスの香り　５４個

21241 ソフィ　超熟睡ガード２９０　多い夜用　羽つき　１８コ入

21246 やわらか雪枕Ｗ　　　　

21549 コンパクト洗剤用ナイロンスポンジ　５個入＋１個

21555 ティシュ　２００組×５箱

21556 ＬａＬａ（ララ）ティシュ　１５０組×５パック

21559 プリント花束　シングル　ピンク　５５ｍ×１２ロール

21560 プリント花束　ダブル　ピンク　２７．５ｍ×１２ロール

21561 やわらかワンタッチコアノン　シングル　１３０ｍ×６ロール

21562 やわらかワンタッチコアノン　シングル　（１３０ｍ×６ロール）×４袋

21574 ダヴ　ボディウォッシュ　プレミアム　モイスチャーケア　つめかえ用　３６０ｇ×４

21609 パルプロール　シングル　６０ｍ×１２ロール

21610 パルプロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール

21611 やわらかコアノンロール　シングル　１３０ｍ×６ロール

21612 やわらかコアノンロール　シングル　（１３０ｍ×６ロール）×４袋

21613 やわらかワンタッチコアノン　ダブル　６５ｍ×６ロール

21614 やわらかワンタッチコアノン　ダブル　（６５ｍ×６ロール）×４袋

抽選
お一人様１点まで

に変更

くらしの
パートナー

カタログ対応 商品名・規格

エコー
日用品

【家庭用品】全日程・抽選のうえお一人様１点限定でお届けする商品
　※結果は、お届け週の商品お届け表の明細でお知らせします。



注文NO

21615 ワンタッチ芯までロール　シングル　１５０ｍ×６ロール

21616 めっちゃ巻いてるトイレロール　シングル　２００ｍ×４ロール

21619 トイレットロール　シングル　６０ｍ×１２ロール

21620 トイレットロール　ダブル　３０ｍ×１２ロール

21621 クリネックス　トイレットロール　コンパクト　シングル　９０ｍ×８ロール

21622 クリネックス　トイレットロール　コンパクト　ダブル　４５ｍ×８ロール

21623 フラワーパック２倍巻き　シングル　１００ｍ×１２ロール

21624 フラワーパック２倍巻き　ダブル　５０ｍ×１２ロール

21625 吸水力が２倍のトイレットペーパー　ダブル　２５ｍ（１１２カット）×１２ロール

21626 街かどの花屋さん　シングル　１１０ｍ×６ロール　白

21629 街かどの花屋さん　ダブル　５５ｍ×６ロール　白

21630 花束グリーンブリーズ　ダブル　２５ｍ×１２ロール

21631 グリーンキーパーコンパクトティシュ　１８０組×６パック

21632 プレミアムソフトティシュ　１８０組×５箱

21633 くまモンのプリントロール　ダブル　２５ｍ×１２ロール

21636 エルモアティシュー　２００組×５箱

21639 鼻セレブティシュ　２００組×３箱

21736 キッチンタオル　８０カット×４ロール

21742 やわらか　お茶パック　６６枚×２個

21745 かたづけポイ　５００ｍＬ×４個パック

21750 日東紡の新しいふきん　３枚入

21752 油処理剤　固めるタイプ　１８ｇ×１０包

21756 無漂白パルプ配合天ぷら敷き紙　２１０枚　茶

21773 キッチン用ポリ袋（透明）　Ｓ　１００枚入

21774 キッチン用ポリ袋（透明）　Ｍ　６０枚入

21775 キッチン用ポリ袋（透明）　Ｌ　４０枚入

21780 キッチン用ポリ袋（箱入）　１５０枚

21786 冷凍・冷蔵用スライダー付チャック袋　Ｍ　５０枚

21789 冷凍・冷蔵用スライダー付チャック袋　Ｓ　５０枚

21790 冷凍・冷蔵用ダブルチャック袋　ヨコ型　１００枚

21791 ジョイコンパクト　Ｗ除菌　つめかえ用　特大　スパークリングレモンの香り　７００ｍＬ

21792 キッチンブリーチ（塩素系）　１５００ｍＬ

21794 ジョイコンパクト　Ｗ除菌　つめかえ用　特大　さわやか微香　７００ｍＬ

21795 ジョイコンパクト　Ｗ除菌　つめかえ用　特大　すっきり緑茶の香り　７００ｍＬ

21796 弱酸性　キッチンマイルド　つめかえ用　１５００ｍＬ

21802 キュキュットＣＬＥＲ泡スプレーつめかえ用　無香性　７２０ｍＬ

21803 キュキュットＣＬＥＲ泡スプレーつめかえ用グレープフルーツの香り（微香性）７２０ｍＬ

21804 キュキュットＣＬＥＲ泡スプレーつめかえ用　オレンジの香り　７２０ｍＬ

21825 結べるごみ袋（半透明）　３０Ｌ　６０枚

21826 結べるごみ袋（半透明）　４５Ｌ　６０枚

21829 ごみ袋　コンパクトボックス（半透明）　３０Ｌ　５０枚

21830 ごみ袋　コンパクトボックス（半透明）　４５Ｌ　５０枚

21831 ごみ袋ど～んとこい！（黒）　４５Ｌ　４０枚　箱入

21865 かんたん泡パック排水口１１０番（塩素系）　３袋

21882 除菌フローリングウェットシート　２０枚×２個組

21884 ジョーブネ　うす手　Ｍ　３双組　ピンク・ホワイト・ブルー

21886 流せるトイレクリーナーＣ　２４枚×４個

21889 流せるトイレクリーナーＣ　２４枚×２個

21913 流せるトイレクリーナー　１２枚入（ミシン目入２４カット）×４個入

21964 バウンシアボディソープ　つめかえ用　ホワイトソープの香り　１２４０ｍＬ

21984 シャボン玉　無添加ボディソープたっぷり泡　５７０ｍＬ

エコー
日用品

抽選
お一人様１点までに

変更

対応 カタログ 商品名・規格



注文NO

21985 シャボン玉　無添加ボディソープたっぷり泡　つめかえ用　４７０ｍＬ

21993 太陽のさちＥＸ　ボディソープ　５００ｍＬ

21994 太陽のさちＥＸ　ボディソープ　詰替　４５０ｍＬ

22001 米ぬか化粧石けん　標準重量１４０ｇ×２個

22004 からだのにおいを防ぐ薬用石鹸　１１０ｇ

22014 黒いよく取れる　こだわり綿棒　１５０本入

22021 サニープ　４サイズ　１００枚入

22025 アルカリ乾電池　単３形×２０本

22026 アルカリ乾電池　単４形×２０本

22036 ファブリーズ　ダブル除菌　つめかえ用　３２０ｍＬ

22039 ファブリーズ　ダブル除菌　つめかえ用　緑茶成分入り　３２０ｍＬ

22040 メガネクリーナースッキリきれい　６０包入り

22186 フラワーパック　シングル　５０ｍ×１２ロール

22196 キュキュット　つめかえ用　マスカットの香り　３８５ｍＬ

22199 キュキュット　つめかえ用　ピンクグレープフルーツの香り　３８５ｍＬ

22200 キュキュット　つめかえ用　オレンジの香り　３８５ｍＬ

22201 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　緑茶の香り　３８５ｍＬ

22202 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　レモンの香り　３８５ｍＬ

22203 キュキュット　クリア除菌　つめかえ用　グレープフルーツの香り　３８５ｍＬ

22306 Ｋソフト　つめかえ用　１５００ｍＬ

22322 食品用ポリ袋　８０枚　半透明

27721 メリーズ　するりんキレイおしりふき　トイレに流せるタイプ　詰替用　６４枚入×３コＰ

27722 グーン　肌にやさしいおしりふき　つめかえ用　７０枚×１２パック

27723 ムーニーエアフィット　Ｓ　８４枚

27724 ムーニーエアフィット　Ｍ　６４枚

27725 ムーニーマンエアフィット　つかまり立ち～Ｍ　５８枚

27726 ムーニーマンエアフィット　女の子用　Ｌ　４４枚

27729 ムーニーマンエアフィット　男の子用　Ｌ　４４枚

27730 ムーニーマンエアフィット　女の子用　ビッグ　３８枚

27731 ムーニーマンエアフィット　男の子用　ビッグ　３８枚

27739 オヤスミマン　女の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

27740 オヤスミマン　男の子用　ビッグサイズ以上　２２枚

27741 マミーポコパンツ　Ｍ　５８枚　ドラえもん

27742 マミーポコパンツ　Ｌ　４４枚　ドラえもん

27743 マミーポコパンツ　ビッグ　３８枚　ドラえもん

27744 マミーポコパンツ　ビッグより大きい　２６枚　ドラえもん

27753 赤ちゃんのおしりふき　８０枚入×３パック

27754 赤ちゃんのおしりふき　８０枚入×１２パック

27766 わきアイス　幼児・小児用

注文NO

21166 アテント　コットン１００％自然素材パッド　安心少量　４４枚

21169 アテント　コットン１００％自然素材パッド　快適中量　３０枚

21170 アテント　コットン１００％自然素材パッド　中量　３０枚

21171 アテント　コットン１００％自然素材パッド　安心中量　２６枚

21172 アテント　コットン１００％自然素材パッド　多い時も安心　２４枚

21173 アテント　コットン１００％自然素材パッド　多い時・長時間も安心　２２枚

21174 アテント　コットン１００％自然素材パッド　特に多い時・長時間も安心　１８枚

21215 アテント　消臭機能付き　背モレ・横モレも防ぐテープ式　男女共用　Ｍ　３０枚

対応

【家庭用品】全日程・数量限定（お一人様１点限定）でお届けする商品
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対応 カタログ
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くらしのパートナー
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注文NO

21216 アテント　消臭機能付き　背モレ・横モレも防ぐテープ式　男女共用　Ｌ　２６枚

21212 アテントさらさらパンツ長時間お肌安心　女性用　Ｍ～Ｌ　２６枚

21213 アテントさらさらパンツ長時間お肌安心　女性用　Ｌ～ＬＬ　２４枚

21202 アテント　超うす型パンツ下着爽快プラス　男女共用　Ｍ～Ｌ　３０枚

21204 アテント　超うす型パンツ下着爽快プラス　男女共用　Ｌ～ＬＬ　２８枚

21214 アテント　夜１枚安心パンツ　パッドなしでずっと快適　男女共用　Ｍ～Ｌ　１４枚

21223 アテント　紙パンツ用尿とりパッド　すっきりスリム　２回吸収　男女共用　４３枚

21222 アテント　紙パンツ用尿とりパッド　ぴったり超安心　２回吸収　男女共用　４８枚

21224 アテント　紙パンツ用尿とりパッド　ぴったり超安心　６回吸収　男女共用　１８枚

21230 アテント　夜１枚安心パッド　ムレを防いで長時間吸収　４回吸収　男女共用　６０枚

21231 アテント　夜１枚安心パッド　仰向け・横向き寝でもモレを防ぐ６回吸収男女共用３４枚

21229 アテント　夜１枚安心パッド　特に多い方でも朝までぐっすり１０回吸収男女共用２４枚

21232 アテント　夜１枚安心パッド　巻かずに使える男性用　４回吸収　２８枚

21206 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス　男女共用　Ｍ　３０枚

21209 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス　男女共用　Ｌ　２８枚

21210 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス　女性用　Ｍ　３０枚

21211 アテント　うす型さらさらパンツ　通気性プラス　女性用　Ｌ　２８枚

21226 アテント尿とりパッドスーパー吸収　男性用　５７枚

21225 アテント尿とりパッドスーパー吸収　女性用　５７枚

21239 ステンレス製　ツーウェイつめやすり

21551 キッチン泡ハイター　つけかえ用（塩素系）　４００ｍＬ

21550 キッチン泡ハイター　ハンディスプレー（塩素系）　４００ｍＬ

21820 ごみ袋（半透明）　４５Ｌ　１００枚　箱入

21912 トイレクイックルつめかえ用ジャンボパック　２０枚入

22010 牛乳石鹸　青箱　バスサイズ　１３０ｇ×３個組

27711 パンパースさらさらケアテープ　新生児　１１４枚

27712 パンパースさらさらケアテープ　Ｓ　１０２枚

27713 パンパースさらさらケアテープ　Ｍ　８０枚

27714 パンパースさらさらケアテープ　Ｌ　６８枚

27715 パンパースさらさらケアパンツ　Ｍ　７４枚

27716 パンパースさらさらケアパンツ　Ｌ　５８枚

27719 パンパースさらさらケアパンツ　ビッグ　５０枚

27702 メリーズ　さらさらエアスルー　Ｓ　８２枚

27704 メリーズ　さらさらエアスルー　Ｌ　５４枚

27703 メリーズ　さらさらエアスルー　Ｍ　６４枚

27701 メリーズ　さらさらエアスルー　新生児用　９０枚

27706 メリーズ　パンツ　Ｍ　５８枚

27709 メリーズ　パンツ　Ｌ　４４枚

27710 メリーズ　パンツ　ビッグ　３８枚

27705 メリーズ　パンツ　Ｓ　６２枚

27745 Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｍ　５８枚

27746 Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｌ　４４枚

27749 Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｂｉｇ　３８枚

27750 Ｇｅｎｋｉ！パンツ　Ｂｉｇより大きい　２６枚

27732 グーンパンツまっさらさら通気　Ｍ　７４枚

27734 グーンパンツまっさらさら通気　Ｌ　男の子用　５６枚

27733 グーンパンツまっさらさら通気　Ｌ　女の子用　５６枚

27736 グーンパンツまっさらさら通気　ＢＩＧ　男の子用　５０枚

27735 グーンパンツまっさらさら通気　ＢＩＧ　女の子用　５０枚

22209 牛乳石鹸　赤箱　１００ｇ×３個組

22210 牛乳石鹸　青箱　８５ｇ×３個組

ＷＥＢ
いつでも
注文

お一人様１点までに
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